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授業の目標（Course Objectives） 

論文を完成させるために計画を立て，仕事を進める総合的能力を身につける。目的，方法，分析結果，結論の４構成が明確な卒

業論文を作成する。何を解明したのか明確な論文を作ること。自分独自の考えや発見を主張できるようになること。  

 

Students should make their research plan to complete the dissertation. It is important to acquire an integrated ability to carry 

out your work. Create a graduation thesis with four components: purpose, method, analysis result, and conclusion. It is 

important to make a paper that clearly shows what you have elucidated. The ability to assert your own ideas and findings is 

important.  

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文という１つの仕事を，自分の力で完成させるという経験は，仕事を進める総合的能力を鍛える上で，とても有益である。

やりとげれば自信もつき，卒業後も，経験はとても役に立つ。自分自身で楽しく計画を立て，卒業論文に取り組むこと。 

研究とはあたらしい知見の発見が重要である。先行研究にこだわるだけでなく、自分自身の結論として何を言えるかをよく考える

とよい。春学期の作業をふまえ，以下の手順で卒論作成を進めること。既存の研究をもとに，自分なりの仮説を考えて，予想され

る結果をあらかじめ考えておくことも重要。論文を書くときは，まず， 結論部分から書いてみるのが，１つのこつである。学生同士

で討論し，他者の意見を吸収することも重要。秋学期に入ると，卒論提出までに時間的余裕は少ない。提出までは，学問以外の

予定は極力入れずに卒論作成に集中すること。社会調査を行う場合，9 月末までには準備を終了させる。11 月中旬までに分析

終了し，仮提出して，教員のコメントをもらうこと。 

 

The experience of completing a series of tasks for a graduation thesis is very useful in training the overall ability to carry out 

work. The experience is still useful after graduation. Make your own schedule and carry out the work for your graduation thesis. 

Finding a new knowledge is important for research. Not only to understand previous researches, it is important to think carefully 

what you can elucidate as your conclusion. Based on your work in the spring semester, make your graduation thesis according 

to the following procedure. Based on previous researches, it is also important to consider your own hypotheses and think about 

the expected results in advance. For writing a dissertation, it is a good trick to write from the conclusion part first. It is also 

important for students to discuss each other and to understand other's opinions. In the fall semester, there is not enough time 

to submit a graduation thesis. Until submission, do not make plans other than studying, and concentrate on making your thesis. 

If you would conduct a new social survey by yourself, you must finish preparation by the end of September. The analysis should 

be completed by the middle of November, be submitted provisionally, and get a professor’s comment.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. これまでの進捗と今後の計画策定 

2. 章立てとストーリーラインの検討 

3. データ収集あるいは二次データへのアクセス 

4. 中間分析報告 

5. レビューの作成 

6. 章立てとストーリーラインの再検討 

7. 追加・補完の分析 

8. 最終分析報告 

9. 結果（出力）の確定 

10. 結論の執筆に向けて 

11. 論文の全体調整 

12. 提出直前の相互確認 

13. 卒論作成過程の振り返り 

14. 卒論発表会に向けて準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終的な締め切りの前に、初稿の締め切り、二稿の締め切りを設定するので遵守すること。 



 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業論文およびそれに関連する課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち、７回以下のオンライン授業を実施する。オンライン実施回については Blackboard または立教時間で指示する。 

 

注意事項（Notice） 

 


